
アケタ オオサワ

《スタンダードモデル》 ★ 24 SC-Sｉ ソプラノC ¥20,000

1 Ｔ-1Ｃ　 ソプラノC ¥8,000 ★ 25 SG-Sｉ ソプラノG ¥21,000

2 Ｔ-2Ｆ　 ソプラノF ¥8,000 ★ 26 SF-Sｉ ソプラノF ¥22,000

3 Ｔ-3Ｇ　 ソプラノG ¥8,000 ★ 27 AC-Sｉ アルトC ¥26,000

4 Ｔ-5Ｃ アルトC ¥10,000 ★ 28 AG-Sｉ アルトG ¥30,000

5 Ｓ-5Ｃ アルトC ¥11,000 ★ 29 AF-Sｉ アルトF ¥32,000

6 Ｔ-9Ｇ アルトG ¥19,000 ★ 30 BC-Sｉ バスC ¥38,000

7 Ｔ-10Ｆ アルトF ¥19,000

8 Ｔ-12Ｃ バスC ¥23,000 ★ 31 AC-S-miyu-A アルトC ¥50,000

《Rシリーズ》

★ 9 ＲＴ-1Ｃ　 ソプラノC ¥11,000

★ 10 ＲＴ-2Ｆ　 ソプラノF ¥11,000

★ 11 ＲＴ-3Ｇ　 ソプラノG ¥11,000 オオサワ（トリプレット）

★ 12 ＲＴ-5Ｃ　 アルトC ¥13,000 ★ 32 ACｰTI　I ｼﾘｰｽﾞ ¥80,000

★ 13 ＲＳ-5Ｃ　 アルトC ¥14,000 ★ 33 AC-TUⅡ 漆 ¥100,000

《Xモデル》 ★ 34 AC-TNⅡ ナチュラル ¥100,000

★ 14 Ｔ-1ＣX ソプラノC ¥9,000 ★ 35 AC-TAⅡｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ柄 ¥120,000

★ 15 Ｔ-2FX　 ソプラノF ¥9,000 ★ 36 AC-TmiyuU　漆 ¥140,000

★ 16 Ｔ-3GX ソプラノG ¥9,000 ★ 37 AC-TmiyuN　ﾅﾁｭﾗﾙ ¥140,000

★ 17 Ｔ-5ＣX アルトC ¥11,000 ★ 38 AC-TmiyuA ｱﾆﾊﾞ風柄 ¥165,000

★ 18 S-5ＣX アルトC ¥13,000

《マエストロ》

★ 19 MST-2F ソプラノF ¥19,000

★ 20 MST-5C 　 アルトC ¥21,000

《マキシマール》

★ 21 MXT-2F ソプラノF ¥19,000¥19,000¥19,000¥19,000

★ 22 MXS-5C アルトC ¥22,000¥22,000¥22,000¥22,000

★ 23 T-38000XCLN 　小型ﾊﾞｽ１２C ¥38,000

★＝ 表示価格より8％OFF ※表示価格は税抜きです。

※上記に無い機種についてはご相談下さい。

裏面もご覧下さい。

【スガナミ楽器町田店夏のオカリナフェア オカリナリスト】



ティアーモオカリナ

《⿊陶（合奏⽤）》 《イタリアーナ（合奏用）》

★50 １Ｃ ソプラノＣ ¥22,000 ★57 Ｉ１Ｃ ソプラノＣ ¥22,000

★51 ２Ｇ ソプラノＧ ¥23,000 ★58 Ｉ２Ｇ ソプラノＧ ¥23,000

★52 ３Ｆ ソプラノＦ ¥24,000 ★59 Ｉ３Ｆ ソプラノＦ ¥24,000

★53 ４Ｃ アルトＣ ¥28,000 ★60 Ｉ４Ｃ アルトＣ ¥28,000

★54 ５Ｇ アルトＧ ¥30,000 ★61 Ｉ５Ｇ アルトＧ ¥30,000

★55 ６Ｆ アルトＦ ¥32,000 ★62 Ｉ６Ｆ アルトＦ ¥32,000

★56 ７Ｃ バスＣ ¥40,000 ★63 Ｉ７Ｃ バスＣ ¥40,000

《⼤沢セレクション⿊陶》 《大沢セレクションイタリアーナ》

★64 Ｏ３Ｆ ソプラノＦ ¥34,000 ★66 ＯＩ３Ｆ ソプラノＦ ¥34,000

★65 Ｏ４Ｃ アルトＣ ¥38,000 ★67 ＯＩ４Ｃ アルトＣ ¥38,000

《スタンダード》 《クォーレ》

68 ソプラノＣ ¥5,500 ★73 アルトＦ ¥33,000

69 ソプラノＦ ¥6,800 ★74 バスＣ １１穴 ¥40,000

70 アルトＣ ¥7,500 ★75 バスＣ １２穴 ¥40,000

71 アルトＦ ¥15,000

72 バスＣ ¥18,000

ポポロオカリナ

《コンチェルト》

★76 ＮＣ−ＳＦ⿊陶 ソプラノＦ ¥17,000

★77 ＮＣ−ＡＣ⿊陶 アルトＣ ¥18,000

《うるし調》

★78 ＮＵ−ＳＦえんじ ソプラノＦ ¥14,000

★79 ＮＵ−ＡＣえんじ アルトＣ ¥15,000

フォーカリンク

《漆》 《サツキオカリナ》 《テラコッタ》

80 ソプラノＦ ¥13,000 82 ソプラノＣ ¥19,000 84 ソプラノＦ ¥21,500

81 アルトＣ ¥16,000 83 アルトＣ ¥25,000 85 アルトＣ ¥25,000

★＝ 表示価格より8％OFF ※表示価格は税抜きです。

※上記に無い機種についてはご相談下さい。

裏面もご覧下さい。

【スガナミ楽器町田店夏のオカリナフェア オカリナリスト】




